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時代を見据えた取り組みを始めよう
暑中お見舞い申し上げます。
戦後に生まれた「団塊の世代」といわれる日本の人口に大きな割合を占める
世代が高齢化してきております。世界に例をみない、いびつな人口構成になる
と警鐘が鳴らされています。
一方、としまち研のなかでも高齢化が進行しておりますので、5 月 25 日に行われた第 17 回通常総
会では、現在の理事 20 名・監事 2 名から、定款を改定して理事を 6 名増員しました。新任の 6 名は、
30 歳代 3 名・40 歳代 1 名・50 歳代 2 名と全体に若返りを図り、次第に世代交代をめざしていきます。
新体制のとしまち研ですが、「社会の諸問題を捉え、問題解決の手法や方策を調査・研究し、実践し
ていく組織である」という基本姿勢を堅持し、時代を見据えた取り組みをしていこうと考えています。
これまでの部会を少し再編成して、総務・広報部会、コーポラティブハウス部会、人と暮らし部会、
マンション再生部会、復興支援委員会とし、社会のニーズに応える取り組みをしていきます、具体的には、
・地権者参加型の共同建替え等をベースにしたコーポラティブハウス事業
・シェアハウスなど単身者も安心して暮らせる事業
・マンション大規模修繕やマンション建替え事業
などに取り組んでいきます。まだ実績のないコミュニティハウスについても会員のノウハウを活用すれ
ばむずかしい取り組みではありません。
としまち研は 8 月 4 日で設立満 17 年を迎えます。若い会員、若い理事を迎えて一層元気に取り組
みたいと考えます。
「おいらのまち」読者の皆さま、何でもご相談いただけると頑張ります。（としまち研理事長

おいらのひとりごと

杉山 昇）

『おいらのひとりごと』はとしまち研会員によるリレー形式のエッセイです。

『嗜好の変化』 大木 祐悟
「趣味は読書です」等というと、高尚な人物のように聞こえるかもしれませんが、つまらないものを
含め、学生時代から概ね年１００冊くらいのペースで本を読んできました。
ジャンルは、小説、歴史、社会情勢等が中心で、たまには宗教や科学ものまでに及んでいましたが、
主として小説や歴史小説をほとんど漫画がわりに読み続けてきました。
ところで、３０代後半の頃に、ひとまわりくらい上の世代の知人から、「最近は小説が面白くなくて、
新書本ばかり読んでいる」という話を聞いて、違和感を持ったことがあります。当時の私は、小説でも
十分に満足していたためです。
ところが、年を経て、当時のその方と同じ年代になった頃には、私も同じような印象を持つようにな
りました。そして最近はむしろ専門書のほうが面白くなってきています。
学生時代には、難しい専門書は睡眠薬にしかならなかったことを考えると、大きな変化といえるでしょ
う（笑）。
※次号の『ひとりごと』は海老原 信義さんです。お楽しみに。
（１）
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一木会ご報告 （原則、毎月第一木曜日に行う勉強会・交流会です）
☆第 2６２回一木会（２０１７．６．１）

☆第 2６３回一木会（２０１７．７．６）

建築ジャーナリストの村島
正彦さんに、
「超高層マンショ
ンは将来廃墟化する」と題し
て、超高層マンションの維持
管理の困難さをお話いただき
ました。
民衆の「ステイタス」だっ
た超高層マンションも、今や
維持コストの高騰、空室問題
等の様々な問題を抱えている
ことや、改善への取り組み事
例等をお話いただきました。

「の こ ぎ り 屋 根 紀 行」の 著
者で、建築写真家の吉田敬子
さんに、日本の産業遺産でも
あるのこぎり屋根の魅力につ
いて、エネルギッシュにお話
いただきました。
のこぎり屋根の魅力への理
解は人それぞれでしたが、中
には「実際に見てみたい」と、
のこぎり屋根病（！？）に感
染しかかる人も現れるなど、
楽しくお話いただきました。

今後の一木会予定
☆８月（８月３日）
【第 26４回一木会】
テーマ：
「戦後の玩具産業の推移と現代的課題」
ゲスト：太田 雅久 氏（元玩具メーカー専務取締役）
☆９月（９月７日）
【第 26５回一木会】
テーマ：
「ブータンの話（仮）
」
ゲスト：森 正代さん

ウインズタウン稲毛海岸壱番館 大規模修繕工事の施工会社が決定しました！
第８６号でも紹介しましたが、としまち研では、昨年末より千葉市美浜区
にあるウインズタウン稲毛海岸壱番館の、第一回目の大規模修繕工事のコン
サルティング業務を受託し、施工会社の選定補助業務を行ってきました。
まず 8 社から応募された見積りを理事会で検討し、3 社へ絞り込みました。
その後、住民参加による 3 社のヒアリングを行い、そのアンケート結果をも
とに、理事会で 1 社に内定。さる 7 月 16 日（日）の午前中に開かれた臨時
総会で、施工会社を（株）カシワバラ・コーポレーションに決定しました。

ヒアリングの様子

４月から３ヵ月間に渡って行われてきた施工会社選定ですが、無事に施工会社決定となりました。
ほっと一息つきたいところですが、きたる８月６日（日）には施工会社からの工事説明会が控えており、
8 月 21 日（月）には着工予定と、かなりタイトなスケジュールですので油断は禁物。
７月１６日（日）の午後からは、早速管理組合とカシワバラ・コーポレーションで、工事説明会に向
けて事前打ち合わせが行われ、工事の内容や今後のスケジュール、工事説明会の資料、施工会社と住宅
管理組合との契約条件などが確認されました。
今後のとしまち研の担当業務としては、工事監理と進捗状況の報告を行っていくことになります。
工期は約６か月。工事終了は２０１８年１月３１日を予定しており
ますので、その間は毎週１回の現場監理と定例会議への出席、毎月１
回の管理組合への定期報告を主に行います。
また、工事期間中には、居住者の方たちと「みんなで工事監理」や「み
んなで竣工検査」を行う予定になっています。
工事説明会を前にまだ課題も多いため、今後も気を抜かずに取り組
んでいこうと思います。
（としまち研事務局 竹内 房弥）
（株）カシワバラ・コーポレーション
（２）
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第 1 回 大きな時代の変化に対応するための勉強会を実施
第 87 号で、表題の勉強会を始めることを予告させてもらい、別途ご案内し
たうえで、7 月 4 日（火）に実施し、15 名が参加しました。テーマは「後見・
遺言制度

基礎知識」で、赤羽彩美司法書士にお話いただきました。

後見制度については、法定後見制度と任意後見制度があること、それを利用
する場合の手続きの流れ、実例の紹介、老後に備えてライフプランの作成など
具体的にお話がありました。

勉強会の様子

ライフプランには、介護、医療、葬儀・埋葬、死後事務委任契約などがあり、中でも死後事務委任契約は、
病院の費用の精算、葬儀の手配等、一人暮らしには重要なシステムであることなど、勉強になりました。
第 2 回勉強会は 8 月 22 日（火）に、日本葬送文化学会の長江曜子会長に「少子・超高齢・多死・
単身社会の実相（仮）」というテーマでお話いただくことになっています。（としまち研理事長

公開シンポジウム「老いる家

杉山 昇）

崩れる街～参加による再生への処方箋～」開催

6 月 23 日 ( 金 )、文京区民センターにて、ＮＰＯコーポラティブハウス全国推進協議会（略称；コープ協）
の主催、住民参加型の住まい・まちづくりに取り組む４団体（ＡＨＬＡ、新建東京支部、住まいとまち
づくりコープ、としまち研）の共催で、公開シンポジウムが開催されました。
140 名超の参加者で、会場がいっぱいになりました。
前半は東洋大学建築学科の野澤千絵先生より基調講演、後半はとしまち研の杉山理事長、
（株）タウン・
クリエイションの石川修詞氏、（株）象地域設計の江国智洋氏の 3 名のパネリストとコーディネーター・
村島正彦氏が加わり、それぞれの取り組み事例の紹介とディスカッション。人口減少、少子高齢化、空
き家の増加、地域格差の拡大…などの様々な課題に対して、住まい手やエンドユーザーの「参加」を切
り口として解決方策を探る議論が展開されました。
会場からの質問やアンケートでは、野澤先生の本は読んだがお話を聞いて
より理解が深まった、事例はもっと具体的に知りたい、長年コミュニティが
良好なコーポラティブハウスから解決策を見出せないかなど、感想や意見が
たくさん寄せられました。今後もコープ協や各団体と連携しながら、実践的
な取り組みを行っていきたいと思います。
（としまち研事務局 関 真弓）
シンポジウムの様子

おいらのくらし

『おいらのくらし』はコーポラティブハウス入居者によるリレーエッセイです。

九段の地で和菓子屋を営んでいますが、店の老朽化に伴い建替を考
えていましたところ、としまち研さんを紹介してもらい、平成２１年
秋に竣工。以来、商売をしながら住んで今年で８年目になります。
年３回は、住人の人達との親睦会を企画しますが、数年前、屋上に
人工芝をはったので、季節の良いときは屋上での親睦会はとても楽し
みです。もちろん、住人同士だけでなく、それぞれのお友達や町会の
人達との交流の場にもなっています。
私は、趣味で祭り囃子を息子と一緒にやっているのですが、同じマ
ンションの住人のお一方もお囃子の仲間に入っていただいております。
お囃子の様子
先日、目の前にある靖国神社さんで、「みたままつり」が執り行われま
した。その行事のひとつとして、地域で神輿振りの奉納をしたのですが、その際、一緒にお囃子
の演奏をしました。お囃子は５人でやります、あと２名仲間が増えれば、同じマンションで演奏
が出来ますので、それを目標に頑張っています。
（坂の上テラス 大井 岳人）
（３）
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勉強会を開催しました
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人と暮らしに関する取り組みＰＲ資料を
ホームページに掲載しています！

6 月 20 日（火）の合同部会にて、
勉強会を開催しました。
（株）長谷工コーポレーション技術戦
略室の、小宮山聡さんにお越しいただ
き、「分譲マンションの将来方向につい
て」というテーマで、マンションの市
場動向から最近のトレンド、将来の示
唆 も 含 め て、
データや複数
の事例をもと
に、と て も わ
かりやすくお
話しいただき
ました。

人と暮らし部会では、今後実現していき
たいシェアハウスやコミュニティハウスの
取り組みについて、より多くの皆さんに知っ
ていただき、一緒に参加あるいは支援して
くださる方を募集するためにＰＲ資料を作
成しました。

勉強会の様子

としまち研
各部会・委員会の次回開催予定
コーポラティブハウス部会
（共同建替え部会と統合）

８月 9 日（水）

人と暮らし部会

８月 ７日（月）

マンション再生部会

８月２８日（月）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会 ８月２４日（木）
としまち研会員の方であれば誰でも参加できま
す。また、部会で取り上げて欲しい内容、勉強会
等がありましたら、事務局までお知らせください。

ＰＤＦ版をホームページの「活動内容」→
「人と暮らし」→「こんなことをしています」
のページにも掲載しています。ぜひご覧く
ださい。
▽
http://www.tmk-web.com/profile/hitoto/konna/

編集後記
7 月も終わりに差し掛かり、日本各地を猛暑と異常気象が襲っておりますが、皆さまいかがお過ご
しでしょうか。まだまだ暑さは続きますので、例え室内であっても、熱中症にはお気を付けください。
前回の一木会では、吉田敬子さんから「のこぎり屋根」についてお話いただきました。個人的にそ
の中で印象に残ったのが、「当たり前の風景こそが重要」という言葉でした。
当たり前に存在する古い建物こそ、歴史の証人、成長の証であり、そういった存在にこそ価値がある。
これは何も、町だけに言える事ではなくて、日々の生活の中にある「当たり前」を、もっと大切にし
た方が良いのかな、と妙に考えてしまいました。
（としまち研事務局 竹内）
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 33 COMS HOUSE２階
tel 03-5207-6277 fax 03-5294-7326
E-mail info@tmk-web.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tmk-web.com/
Facebook https://www.facebook.com/toshimachiken/
皆さまからのご意見、ご感想をお待ちしております。
（４）

としまち研の現在の会員数
正会員 64 人 賛助会員 31 人
編集発行人 平石 郁夫
事務局担当 竹内 房弥

